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９月３日に個性的なデザインで窓周りと床のコーディネ

ートが楽しめる『DESIGN LIFE® edition11』とラグと

マットの総合カタログ『HOME® RUG MAT CATALOG 

2018-2019』を新発売いたしますのでご活用ください。 

 

■■■■DESIGN LIFE® edition 11 DESIGN LIFE® edition 11 DESIGN LIFE® edition 11 DESIGN LIFE® edition 11     

こだわりのデザインで毎日の

暮らしを楽しく彩る今回の

DESIGN LIFE®（右）は、ダイ

ナミックな構成が印象的はドレ

ープをはじめ、コーディネートが

楽しくなるシアーカーテンが加

わりました。手描きのタッチがど

こか懐かしいぬくもりを感じさ

せる新シリーズ

“hjärta（イエッ

タ）と、人気のナ

チュラルシリー

ズ”METSÄ（メッ

ツァ）”が揃うファ

ブリックコレクシ

ョンです。カーテ

ン 37 柄 72 アイテ

ム、クッションカ

バー7柄12アイテ

ム、ラグ 11 柄 17

アイテム、マット

20 柄 36 アイテム

を収録しています。 

 

■■■■HOME® RUG MAT CATALOG 2018HOME® RUG MAT CATALOG 2018HOME® RUG MAT CATALOG 2018HOME® RUG MAT CATALOG 2018----2019201920192019    

今回の HOME®の特徴は

「機能×素材×デザイン」をベ

ースに、動物に触れているかの

ような感触の「fu:rete(フレー

テ)シリーズや、需要が高まり

つつあるダイニングラグの

「RUXIT(ラグジット)」シリー

ズを追加し展開しています。 

 

 

    

株式会社スミノエ株式会社スミノエ株式会社スミノエ株式会社スミノエ    役員異動のお知らせ役員異動のお知らせ役員異動のお知らせ役員異動のお知らせ    

平素はスミノエ製品に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼を

申し上げます。８月２０日開催の定時株主総会ならびに取

締役会におきまして下記の通り選任され、それぞれ就任い

たしました。つきましては、新陣容にて社業の発展に全力

を尽くす所存でございますので、今後とも一層のご厚誼ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

代表取締役社長 営業部統括部長  沢井 克之(重任)  

専務取締役   コントラクト事業部統括部長 

パーク ジョン ウ(重任) 

常務取締役   リビング部統括部長 兼 

MD部統括部長     松山 光伸(重任) 

取締役    東日本支社長    関口 修一(重任) 

取締役    西日本支社長    村瀬 典久(重任) 

取締役    管理部統括部長 兼 企画部部長 兼 

内部統制推進室室長  眞田 尚志(重任) 

取締役       北日本支社長    佐藤 光生(新任) 

監査役(非常勤)           小瀧 邦彦 

 

事務局より事務局より事務局より事務局より    

９月２７日（木）に札幌プリンスホテルにて、平成３０

年度北海道ブロック会が開催されます。北海道グロックの

会員の皆様は是非ご参加ください。 

『『『『DESIGN LIFE® editionDESIGN LIFE® editionDESIGN LIFE® editionDESIGN LIFE® edition    11111111』』』』とととと    

    『『『『HOME®HOME®HOME®HOME®    RUG MAT CATALOG 2018RUG MAT CATALOG 2018RUG MAT CATALOG 2018RUG MAT CATALOG 2018----2019201920192019』』』』９月３日新発売９月３日新発売９月３日新発売９月３日新発売    
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2018201820182018    HeimtextilHeimtextilHeimtextilHeimtextil・・・・MAISON&OBJETMAISON&OBJETMAISON&OBJETMAISON&OBJET展示会傾向まとめ展示会傾向まとめ展示会傾向まとめ展示会傾向まとめ（（（（2222----2222）））） 

    

■■■■Design + Colour TrendDesign + Colour TrendDesign + Colour TrendDesign + Colour Trend    

現在、世界人口の半数以上が都市に暮らしています。農

村から、高度に都市化・工業化した社会への人口移動は現

代の決定的な傾向となっており、社会は次の進化の段階に

急速に向かわざるをえない状況です。 

都市化が減速する兆しは見られず、人口が 1,000 万人を

超えるメガシティは、開発途上国においても増え続けるこ

とが見込まれています。多くの人々が農村から都市へ大移

動をしています。この現象は、人類が直面している目下の

重要課題であると考えられています。 

都市化は、社会経済・環境・デザイン・個人的な分野に

おいて新たな課題を生み出し、同時にこれまでに無い新た

な機会も増えています。今後の私たちが過ごす 都市の空間

やデザインがどのようになっていくかを探り、提案されま

した。 

 

◆５つのサブテーマ・新シーズンの色、素材、デザインに◆５つのサブテーマ・新シーズンの色、素材、デザインに◆５つのサブテーマ・新シーズンの色、素材、デザインに◆５つのサブテーマ・新シーズンの色、素材、デザインに

ついてついてついてついて    

 

＜Relax/Recharge・リラックス/リチャージ＞右上の写真 

気分や感情が色の影響を受けることは知られていますが、

これまでの認識とは異なり、青が刺激を与え、赤は心を落

ち着かせることが脳科学的に証明されています。

Relax/Recharge（リラックス／リチャージ）は、色の力を

借りることで刺激の強い都会生活のエネルギーバランスを

整える、デザインにおける選択を提案しました。 

 

 

＜＜＜＜Perfect ImperfectionPerfect ImperfectionPerfect ImperfectionPerfect Imperfection・パーフェクトインパーフェクシ・パーフェクトインパーフェクシ・パーフェクトインパーフェクシ・パーフェクトインパーフェクシ

ョン＞ョン＞ョン＞ョン＞右下の写真    

世界で最も古い染料の一つに数えられる藍は、現在数多

くのブランドそしてデザイナーの間で盛んに使われていま

す。藍という染料の深く青い色の特性と多彩なグラデーシ

ョンを新たな目で捉えています。素材と製品に見られる製

作過程は、わびさび（不完全なものを受け入れるというこ

と）という日本の哲学に基づいています。ブラシの跡や継

ぎ目が露わになり、創造過程が詩的に表現されることに着

目されました。不完全な味わいを残したテキスタイルに注

目です。 
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＜＜＜＜Soft MinimalSoft MinimalSoft MinimalSoft Minimal・ソフトミニマル＞・ソフトミニマル＞・ソフトミニマル＞・ソフトミニマル＞下の写真 

都会生活のシステムは多機能であり、応用展開が可能で

す。Soft Minimal（ソフト・ミニマル）は、魅力的で普遍

的な価値のある機能美に焦点を当てていました。 

ウール、フェルト、リネン、ブークレヤーンといった心

地良い素材は、ミニマルな部屋に温かみと個性を加えてく

れます。色調を抑えたパステルカラーと中間色の控えめな

カラーパレットにマットブラックを組み合わせる事で、タ

イムレスでエレガンスな空間が生まれます。 

＜＜＜＜Adapt + AssembleAdapt + AssembleAdapt + AssembleAdapt + Assemble・アダプト・アダプト・アダプト・アダプト++++アセンブル＞アセンブル＞アセンブル＞アセンブル＞右上の写真 

装飾を排除したデザインは、旅行や引っ越しなど移動を

伴った暮らし方に最適です。テキスタイルの技術は、シン

プルで信頼性が高く、工業用素材を新たに解釈し、家庭用

に改造されたものばかりです。鮮やかな色を多用すること

で、遊び心のある印象のテキスタイルになっていました。 

＜＜＜＜Urban OUrban OUrban OUrban Oasisasisasisasis・アーバンオアシス＞・アーバンオアシス＞・アーバンオアシス＞・アーバンオアシス＞右下の写真 

心身の健康に対する意識を高めるため、インテリアに自

然を取り込んだ緑のオアシス空間を提案していました。グ

リーンは、心を落ち着かせる効果が最も高い色として、特

に青々とした緑が使用されていました。この空間は、心身

をリフレッシュさせてくれます。また、深緑とセージグリ

ーンはマットピンクと合わせる事で、エレガンスさもプラ

スされました。自然を模倣した風合いは、ふっくらと柔ら

かい感触のテキスタイルになっています。 
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■■■■Inspirations Inspirations Inspirations Inspirations 「「「「SHOW ROOMSHOW ROOMSHOW ROOMSHOW ROOM」」」」----- M&O PARIS 

デジタル時代においては、ソーシャルネットワークが

人々の求める領域を開拓しています。インターネット利用

者は非常に明敏で、消費者は自身のインテリアのアートデ

ィレクターや空間デザイナーとなるのです。 

“もはやプロダクトが消費者を作るのではなく、消費者がもはやプロダクトが消費者を作るのではなく、消費者がもはやプロダクトが消費者を作るのではなく、消費者がもはやプロダクトが消費者を作るのではなく、消費者が

プロダクトを作る時代になりました。プロダクトを作る時代になりました。プロダクトを作る時代になりました。プロダクトを作る時代になりました。        

人にストーリーを語ってもらいたいとは考えておらず、自人にストーリーを語ってもらいたいとは考えておらず、自人にストーリーを語ってもらいたいとは考えておらず、自人にストーリーを語ってもらいたいとは考えておらず、自

分自身で体験することを望んでいます分自身で体験することを望んでいます分自身で体験することを望んでいます分自身で体験することを望んでいます””””    

    

特に Instagram の出現によって、消費者はトレンドセッ

ターとなり、完全なるインフルエンサーとなりました。 

「ショー・ルーム化」という新しい傾向です。 

「ストーリー・テリング」から「ストーリー・リビング」

へと移行しつつあります。ショップは消費者にとって、住

まいのように様々な体験をし、自分の意見が述べられる、 

生き生きとした場所でなければならなくなりました。 

重要なのは、誰にでも気に入られることではなく、消費

者自身のコミュニティを喜ばせることなのです。 

 

世の中の動きが大きく変化していることを背景に、グッ

ドテイストとバッドテイストの概念はなくなります。大手

ブランドと安価なプロダクトが遠慮なくミックスされ、奇

抜さが前面に打ち出され、物語を生きたものにするために

ストーリーが語られます。 

消費者に様々な瞬間を体験してもらうため、そして彼ら

に驚きや感動を与えるために、ビジネスを成功させる為に

は再び情熱や情動を注ぎ込む事が大切です。私たちは、変

化に富んだ素晴らしい時代を生きています。そのことを自

覚することがとても大切です。 

上記の考えをより具体化した、SHOW OFF（ショーオフ：

誇示する）、MASQUERADE（マスカレード：仮想）、 

SERIAL COLLECTOR（シリアルコレクター：連続）、NET CULTURE

（ネットカルチャー：ネット文化）、NARCISSUS（ナルシス：

自己愛主義）が、インスピーレーションスペースにて、展

開されました。 

 


